
印刷
このポスターのサイズは、幅
チ、高さ
大型印刷機が必要です。

独自のコンテンツに変更
このポスターのプレースホルダーには、
あらかじめ書式が設定されています。
テキストをプレースホルダーに
て追加したり、アイコンをクリックして
表、グラフ、
図、マルチメディア
きます。

箇条書きのテキスト項目を追加また
は削除するには、
[

タイトル、コンテンツ、本文用にプレー
スホルダーを追加するには、必要な
項目のコピーを作成し、それを目的
の場所にドラッグします。
PowerPoint 
用すると、複数のオブジェクトをきれ
いに揃えることができます。

現在の図を独自の図に置き換える
場合は、図を右クリックし、
更
グすると、図の位置を変えずにサイズ
を変更できます。

Hitotsubashi University
Graduate School of Law
Business Law Department

MASTER’S IN GLOBAL BUSINESS LAW

In the increasingly globalized and complex business

environment of 21st century Japan, there is an urgent need

for globally savvy business lawyers. Many talented young

lawyers may not be able to time away from their daily

work to study abroad to acquire the skills and knowledge

they need.

In response, the Business Law Department of

Hitotsubashi’s Graduate School of Law (HBL) has

developed a Master of Law’s degree with a Global

Business Law (GBL) specialization. This degree enables

legal professionals to obtain an advanced, practical

education in global business law in English while

continuing to work in Japan.

HBL combines sophisticated theory and practical

experience, representing the highest level of education in

the business law field. HBL’s faculty consists of top-ranked

academics and expert practicing lawyers with real-world

business experience.

Graduate level business law classes are held in the evenings

and on week-ends at Hitotsubashi’s Chiyoda Campus in the

center of Tokyo to p r o vi d e h i g h - l e v e l e d u ca t io n

opportunities in English to working professionals.

Teaching methods that include rigorous in-class discussion

and actual case studies to equip students not only with legal

knowledge but, more importantly, with the practical ability

to solve problems.

• Comparative Competition Law

• Comparative Corporate Governance

• Comparative Labor and Employment Law

• Comparative Privacy Law

• Corporate Law: Mergers and Acquisitions

• International Contract Drafting

• International Dispute Resolution

• International Entertainment Law

• Introduction to American Business Law

• Introduction to Japanese Business Law

• Japanese Securities Law

• Legal Aspects of IP Strategy

• Legal English

• Legal Institutions in Japan

日本語によるビジネスロー科目も選択可能。ただしGBLの
修士取得には8単位以上の英語科目を修了のこと。

法曹リカレント教育の一環として、英語科目については、１科
目からの履修(科目等履修生）も可能。入試の詳細について
はお問い合わせください。

High level of professional ability and expertise

Development of ability to define and resolve problems

高度な専門知識と実践力
論理的思考力を鍛え、問題解決能力を磨く

Developing Global Business Law Professionals

グローバルに活躍する専門家を育成

Integration of Theory  and Practice

研究者と実務家による一体的教育

Convenient Business Law Study

都心で学ぶビジネスロー

Students With Diverse Backgrounds

多彩なバックグラウンドを持つ学生

Practical Education Program

実践的で高度な専門教育

Professional Faculty

経験豊富な
教授陣

A Rich Curriculum of Classes on 

Global Business Law in English

英語による充実したカリキュラム

企業経営のグローバル化が加速し、複雑さを増す中、国際的
事業運営をサポートする知識と実践力を備えたプロフェショナ
ルの養成が急務となっています。しかし有能で若い法律家たち
が現職を離れ、さらなる専門性やスキル習得のために海外で
学ぶことは容易ではありません。

こうした専門家育成のニーズに答えるべく、一橋大学大学院ビ
ジネスロー専攻(HBL)はグローバル・ビジネスロー(GBL)に特

化した修士課程を開講しています。このプログラムは法務に携
わる社会人が、日本に居ながら高度で実践的なグローバル・ビ
ジネスローを英語で学び、学位取得を可能にする専門教育を
提供します。

授業は都心にある一橋大学千代田キャンパスで、主として平日
の夜間に行われ、働きながら英語で学べる環境が整っています。

授業ではディスカッションを重視し、ケーススタディーを多く用いる
ことによって、知識の習得に留まらず、実務における問題解決能
力を磨きます。

一橋大学大学院
法学研究科

ビジネスロー専攻

HBLは企業経営に関わる様々な法律問題に対し、理論・実務の
両面から総合的に対処する能力を養う 最先端の専門教育機関

です。第一線で活躍する弁護士などの実務家と、一流の研究者
が緊密に協力しあい、実践的で高度な専門教育を行います。

http://www.law.hit-u.ac.jp/bl/program.html#shushi
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Professor Vicki L. Beyer

ヴィッキー・バイヤー教授

Professor Chihiro Nunoi

布井千博教授

Faculty profiles 教員プロフィール
http://www.law.hit-u.ac.jp/bl/english/#anchor_faculty

Tuition/Fees (2019) ・学費・諸費用 (2019年度実績）
Application Fee ・入学検定料: JPY30,000

Admission Fee ・入学料: JPY282,000 

Annual Tuition Fee ・年間授業料: JPY535,800

Application Period ・出願期間
①Early application 

Written application ・書類審査: Early October 2019

Oral interviews ・述試験: Early November 2019

②Late application                                                                

Written application ・書類審査: Early January 2020

Oral interviews ・述試験: Early February 2020 

Application materials ・出願書類のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
http://www.law.hit-u.ac.jp/bl/exam/guideline.html

Global Business Law program Co-Directors

GBL 主任教員
Administrative Details ・ 学費・その他

For Spring 2020 admission

Location:

• From Takebashi Station, Exit 1B: 4 minutes

• 東京メトロ東西線竹橋駅1B出口より徒歩4分
• From Jimbocho Station, Exit A8: 3 minutes

• 東京メトロ半蔵門線・都営三田線・都営新宿線
神保町駅A8出口より徒歩3分

See map at 

www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1O84oW

tDseKV1YYHvMdZ7evQAJHUbBprC

Hitotsubashi University Graduate School of Law

Business Law Department

2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku

Tokyo 101-8439  JAPAN

Tel.  +81-3-4212-3151

Fax  +81-3-4212-3149

一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻

〒101-8439東京都千代田区一ツ橋2-1-2

電話： 03-4212-3151

ファックス： 03-4212-3149

• Be enrolled at HBL for at least two years★

• Take a minimum of:

• 22 classroom credits (most courses are 2 credits) 

• 8 credits of thesis-related seminars

• Successful completion of Master’s thesis in English

• HBLに2年以上在籍のこと★

• 必要取得単位：
• 講義科目 22単位 (1科目は2単位) 

• 演習 8単位

• 英語による修士論文が審査に合格すること

★在籍期間は提携５大学の
法科大学院における一学期
あるいは夏期の留学期間も
含む

• ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学法科大学院

• ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大 学ﾍｲｽﾃｨﾝｸﾞｽ
法科大学院

• ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大学法科大学院

• ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ経営大学法学部

• ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ･ｹﾞｰﾃ大学法学部

For application/administrative matters
事務手続きに関するお問い合わせ：

Toshiko Kuroiwa ・ 黒岩敏子
E-mail:  kuroiwa.toshiko@dm.hit-u.ac.jp

For substantive academic matters
学務に関するお問い合わせ:

Professor Vicki L. Beyer

E-mail:  vicki.beyer@r.hit-u.ac.jp

Contact ・ 連絡先

GBL Master’s Degree Requirements 

GBL修士課程修了要件

★This can include a semester

or summer of study abroad at

one of five partner schools:

• Columbia Law School

• University of California 

Hastings College of Law

• Melbourne Law School

• Singapore Management 

University

• Goethe University 

Frankfurt

http://www.law.hit-u.ac.jp/bl/english/#anchor_faculty
http://www.law.hit-u.ac.jp/bl/exam/guideline.html
http://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1O84oWtDseKV1YYHvMdZ7evQAJHUbBprC
mailto:kuroiwa.toshiko@dm.hit-u.ac.jp
mailto:vicki.beyer@r.hit-u.ac.jp

